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〒652-0811 神戸市兵庫区新開地 1 丁目 3 番 24 号
神戸電鉄株式会社 経営企画部
TEL(078)576-8673 FAX(078)576-8759
きら

＝ディスコ全盛の煌 めく時代へタイムスリップ！＝

「神戸ディスコトレイン」を運行します！
神戸電鉄株式会社(本社：神戸市兵庫区、社長：寺田信彦)では、クリスマス時季のスペシャル企
画として、
「神戸ディスコトレイン」を１２月１６日（土）に運行します。
きら

この「神戸ディスコトレイン」は、ディスコ全盛時代を彷彿させる煌めく雰囲気を、走行する電
車内で再現するものですが、これまでの運行で、当時の現役世代はもとより、ディスコを知らない
若い世代の皆さまにも大変好評を博した人気企画であり、ご参加頂けなかった方も含め、多くの皆
さまの熱いご要望にお応えして開催いたします。
第４弾となる今回も、Ｋｉｓｓ ＦＭ ＫＯＢＥの人気ＤＪターザン山下さんをお迎えし、懐かし
の７０～８０年代ダンスナンバーを中心に、走行する電車を舞台とした、他では体験できない新感
覚のディスコタイムを演出いたします。
普段の電車とは全く違う、走る「ディスコトレイン」で、華やかでホットな一夜をお楽しみくだ
さい。
概要は下記のとおりです。

記

●神戸ディスコトレイン
【開催日時】 ２０１７年１２月１６日（土）１７時３０分～２０時３０分
【集

合】 神戸電鉄谷上駅改札前 １６時５０分～１７時３０分

【運行区間】 谷上⇔岡場
（使用車両：HAPPY TRAIN★（５０００系４両編成）
）
【料

金】 お一人様３,９００円（税込）
※料金には、運賃、ドリンク代（ビール・ワイン・カクテル類・ノンアルコールビー
ル・ソフトドリンク等から１つ）等が含まれます。また、菊正宗酒造様より、「し
ぼりたてギンパック（180ml）」が、参加者に進呈されます。
※谷上⇔岡場間走行中、ＤＪブース車両乗車をご希望される場合は、上記料金に加え
1,000 円（税込）のチャージ料をいただきます。（事前予約制、先着 70 名様）

※特製オードブル（税込 1,000 円、事前予約制）のほか、追加のドリンク、各種スナッ
クも販売します。
※特製オードブル等のお食事は、電車が谷上駅を出発するまで（開場後約 60 分）の間
にお済ませ願います。
※他の飲食物のお持込みは、ご遠慮ください。

【申込・定員】
事前申込制・先着２００名（１２月１４日（木）締切）
【申 込 先】

電話

神鉄コミュニケーションズ ℡078-521-0321
受付時間／平日１０時～１７時

W E B 神戸電鉄ホームページ http://www.shintetsu.co.jp/

【ご協賛・ご協力等】
メイン協賛：久島塗装株式会社
協賛：菊正宗酒造株式会社、神戸メリケンパークオリエンタルホテル、
三田ホテル
協力：北神急行電鉄株式会社

【そのほか】
※お申込みは、２０歳以上の方に限ります。
※荒天、その他の事情により、運行を中止する場合があります。
※当日は、先着順でご入場いただきます。なお、受付時間に遅れますと、ご入場いただ
けない場合がありますので、予めご了承願います。
※皆さまで楽しんでいただくため、相応しくない服装（着ぐるみ等の仮装、過度にカジ
ュアルな服装）でのご来場はご遠慮ください。
※走行中、車両内でのスマホ・タブレット等による撮影は、他のお客様のご迷惑となり
ますので、ご遠慮いただきますよう、予めご了承願います。
※参加者の中から抽選で、神戸メリケンパークオリエンタルホテルのツインルームの１
泊宿泊券を１組（２名様）
、三田ホテルのブッフェレストラン「トレシェーナ」のペア
ディナー券を３組（６名様）にプレゼントいたします。

なお、当日、取材を希望される場合は、事前に当社運輸部までご連絡ください。

以

お問い合わせ先

鉄道事業本部 運輸部 (078)592-2221

上

＜参考＞

●神戸ディスコトレイン
ラッピング車両「HAPPY TRAIN★」
（5000 系 4 両編成）の車内をディスコ風に仕立てます。

ラッピング車両「HAPPY TRAIN★」
（5000 系 4 両編成）

（昨冬の開催状況）

■神戸ディスコトレインＤＪ

ターザン山下
Kiss FM KOBE では随一の認知度、人気を誇る DJ。
ラジオパーソナリティだけでなく、テレビ・イベントＭＣ・クラブ
ＤＪとしての顔を持つ。
下町生まれ下町育ち、そして生来の人なつっこさで、リスナ
ーの気持ちになれるパーソナリティーを目指し続けている。

●当日のプレゼントご提供
・菊正宗酒造株式会社様
「しぼりたてギンパック（180ml）」が参加者に提供されます。

しぼりたてギンパック
低精白の普通酒でありながら
「ほとばしるような」芳醇な香り
を醸し出しました。
冷やして注げば、驚きの「フルー
ティ」が瑞々し口中にひろがりま
す。
（画像は 1.8ℓパックです。実際の
ご提供量とは異なります。）

・神戸メリケンパークオリエンタルホテル様
参加者の中から抽選で、ツインルームの１泊宿泊券を、１組（２名様）にプレゼントいたします。

・三田ホテル様
参加者の中から抽選で、ブッフェレストラン「トレシェーナ」のペアディナー券を、３組（６名様）にプレゼント
いたします。

70〜80 s ダンスナンバーと感動を乗せ
あの伝説のディスコトレインが走る！
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神戸ディスコトレイン

■集合：神戸電鉄谷上駅改札前16：50〜17：30
■運行区間：谷上⇔岡場
※荒天、その他の事情により中止する場合があります。

メインＤＪ

12月16日（土）

17:30
〜20:30

ターザン山下
Ｋｉｓｓ ＦＭ ＫＯＢＥ
︻ サ
ウンドクルー ︼

KOBE DISCO TRAIN

寿ブラ
ザー
も参戦 ズ
!!

お申込は20歳以上の方に限ります
参加者に抽選

料

金

お一人様

3,900円

ＤＪブース車両チャージ料 +1,000円

【1ドリンク】
+【菊正宗 しぼりたて ギンパック
（180mℓ）
付】
※谷上⇔岡場間走行中のDJブース車両乗車には、チャージ料が必要です。
（事前申込制 先着70名様）
※谷上⇔岡場間走行中は、
他のお客様にご迷惑となるため、スマホ等による撮影はご遠慮いただきますよう、
予めご了承ください。

で

プレゼント!!

皆さまで楽しんでいただくため、
相応しくない服装
（着ぐるみ等の仮装、
過度にカジュアルな服装）
でのご来場はご遠慮ください

神戸メリケンパークオリエンタルホテルから

1

ペア 組
（2名様）
に
1泊ツインルーム宿泊券！

3

三田ホテルから

ペア 組
（6名様）
に
ブッフェレストラン
「トレシェーナ」の
ディナー券！

神戸ディスコトレイン

KOBE DISCO TRAIN

12月 16日（土）17：30〜20：30

※荒天、その他の事情により中止する場合があります。

集

合

行

程

神戸電鉄谷上駅改札前16：50〜17：30

※受付時間に遅れますとご入場になれない場合がありますので予めご了解ください。
※当日の受付順でご入場いただきます。 ※飲食物のお持込みはご遠慮ください。

17：30開場、運行区間：谷上⇔岡場

※特製オードブル等のお食事は、ご入場後、谷上駅出発までの間（約60分）となりますので、
予めご了解ください。

200人（事前申込制）

先着

申

お申込は20歳以上の方に限ります

込

皆さまで楽しんでいただくため、
相応しくない服装
（着ぐるみ等の仮装、過度にカジュアル
な服装）でのご来場はご遠慮ください
※お申込み後のキャンセル、
または、
グループ内で欠員が生じた場合、必ず申込み期限までにご連絡
ください。
（ご連絡がない場合は、お申込み時点での料金を請求させていただく場合があります）

ドリンク

1ドリンク

ビール・ワイン、カクテル類
ノンアルコールビール
ウーロン茶、ジュース他
からお選びください。

特製オードブル 1,000円（税込）

菊正宗
しぼりたて
＋ ギンパック

ご希望の方は、参加
申込時に予約ください。
※写真はイメージです。

（お一人様180mℓ）

※しぼりたて ギンパックの画像は1.8ℓパックで、
ご提供する量とは異なります。
※別売で上記の追加ドリンク
（各500円）
もご用意します。

※写真はイメージです。

メインDJ

オリジナルTシャツ

ターザン山下

Kiss FM KOBEサウンドクルー。ディスコDJの経
験を生かしたターンテーブルMIXを得意としている。
担当番組『Kiss Music Presenter』
（水・木曜）、
『SPARKLE FRIDAY』

寿ブラザーズ

兄・ターザン山下と弟・ミッチーワンに
よる 不良中年営業DJユニット 。
ディ
スコナンバーで車内を盛り上げる。

主催：

協賛：

【お申込み先】
電

フード（別売）

話

インターネット

センターにディスコ
トレイン 、両 袖 に神
鉄とKiss FMのロ
ゴが入ったシンプル
なTシャツです。

各種スナック
※数量限定、売切れの場合は
ご容赦ください。

スペシャル

SALE!

M・Lサイズ
各10枚

1,500円

（税込）

協力：

申込期限 12月14日
（木）

神鉄コミュニケーションズ 078-521-0321（受付時間 平日10:00〜17:00）
神戸電鉄ホームページ http://www.shintetsu.co.jp/

